
三郷市立彦糸中学校だより
令和３年１０月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL.０４８（９５７）１２１５

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

日 曜 行 事 予 定 我が家の予定
１０ 月

1 金 テスト前諸活動停止

2 土 英検

3 日
4 月 中間テスト

5 火 生徒評議員会

6 水 月曜日課 専門委員会 あいさつ運動(糸中)

7 木 ハイパーカゴスタ 生徒会立候補締切

8 金
9 土

10 日 英検外部受検者会場

11 月
12 火 読み語り3年

13 水 あいさつ運動(糸小)

14 木 放課後運動会開閉会式リハーサル 火曜日課

15 金 放課後運動会準備

16 土 運動会(彦糸中単独開催) 雨天木曜①②③ 弁当なし

17 日
18 月 振替休日

19 火 文化芸術鑑賞会 木曜日課

県駅伝市内予選会 読み語り２年

20 水 あいさつ運動(郷小)

21 木 運動会予備日 道徳→学活

ハイパーカゴスタ(1・ 2年 )

22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水 あいさつ運動(糸中) 職員あいさつ運動朝練無し

28 木
29 金 生徒会役員選挙

30 土
31 日

※１０月の予定が変更になる場合は、彦糸中学校ホームページ、安心・安全メール等にてお知らせし
ますのでよろしくお願いします。

校長 三浦 力
キンモクセイ（正門そば）の香る季節となりました。彦糸中

には赤々と実ったザクロもあり、秋の訪れを感じます。２学期
も１カ月が過ぎ、今は運動会や糸中祭へ向けて取組が進んでい
ます。感染拡大防止の視点から幾つも制限はありますが、各ク
ラスで協力し成功を収めてほしいと願っています。
話は変わり、私の家族のことを少し話します。父親は塗装業

を営んでおり、弟２人も家業を継いでいます。私も高校生・大
学生のときはペンキ屋のバイトをしていました。仕事内容は、いきなり綺麗な面を塗れるわけで
なく、凸凹をなくしたり、錆を取ったり、付近を掃除したりと準備が大変でした。材料を整え、
色を調合し、足場をかけ、塗り始め前の作業が重要でした。その普通のことを淡々とこなすから
仕上がりが綺麗になり、お客様に喜ばれるのだと感じました。現在、父親は公共の人が使ったり、
見たりする所をボランティアでペンキ塗りしています。その顔は嬉しそうで、私の誇りでもあり
ます。
埼玉県道徳教育指導資料集「彩の国の道徳」の中にある『父の一言』という資料＜別添あり＞

があります。工芸職人である父親が、テストとなるとうっかりミスが多くて点数が思うように取
れない中学２年生の子供（主人公）に向かって、次のように話をする場面があります。
「お前はいくら言っても靴を揃えることができない。だからテストでも思うようにできないん

だ。」
それに対して主人公は、「そんなこと、関係あるわけないじゃないか。靴揃えなんかできたっ

て、テストで点は取れないよ。」と反発します。
「おまえ、今『靴揃えなんか』と言ったな。でもおまえは、その『なんか』すらきちんとでき

ないじゃないか。偉そうなことはできるようになってから言え。」
と言われ、主人公は「はっ」とします。同じようなことを部活動（テニス部）の試合に負けた時
に、顧問の先生からも言われていたからです。何事も詰めが甘い自分に気付き、靴を揃えるよう
に心がけるようになり、大人になった今でも父の一言（生き方）に影響を受けているという話で
す。主人公が大人になった今でも、職人気質の父親の仕事場に貼ってあるのが『外相整って、内
相自ずから熟す』という言葉です。もともとは禅の言葉のようですが、姿かたちをまず整えてい
れば、自然と人間の中身も充実してくるという意味です。
今月は３年生の面談を行います。進路決定の時期となり、進学なのか就職なのか、希望する上

級学校はどこなのかどんな仕事をしてみたいのかを聞きたいと思います。一説によると、面接の
第一印象は瞬時に判断され、外相などの視覚情報が５５％、話し方などの聴覚情報が３８％、話
の内容などの言語情報が７％だそうです。この説の信ぴょう性はともかく、見た目や話し方が相
手へ与える印象に大きく影響することは確かです。ありがちなことですが、思春期の中学生は、
「おしゃれ」と「身だしなみ」の違いが区別できずに容姿が崩れることがあります。相手本位の
「身だしなみ」をより意識すると、「外見は自分だけのものではない」と意識が働き責任が自覚
されると思います。
『凡事徹底』という言葉があります。「普通のことをちゃんとやる」「徹底してやり続ける」こ

とが最終的には、非凡な成果をもたらすという意味です。大きなことを成し遂げる人は「普通の
こと」ではなく、人とは違う「特殊なこと」をしたように思えますが、多くの成功者と言われる
人の話を聞くと、「特殊なこと」「奇抜なこと」をしているわけではなく、「普通のこと」をしっ
かりと着実に、長期にわたってやり遂げているような気がします。
道徳資料『父の一言』について、家族でも話をしていただけると幸いです。

凡事徹底 ～外相整って、内相自ず（おのず）から熟す～

全校生徒数２４６名
男子 女子

１年 ３７名 ６４名
２年 ３６名 ４１名
３年 ３４名 ３４名
合計 １０７名 １３９名

１０月の生活行動目標
・ 定 期 テ ス ト に 向 け て 最 善 の 勉 強 を し よ う 。
・ケガに注意し、安全に生活しよう。

彦糸中さわやか相談室の利用について
子育てのいろいろな悩み 気軽にお電話下さい
１０月のスクールカウンセラー勤務日は、

７日（木）・２１日（木）です。
◎さわやか相談室直通電話

０４８－９５８－１２１３
◎ＳＣ・稲川貴大／相談員・高見柳子

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためのお願い
三郷市の小中学校は9月27日から通常

授業を再開しました。また、埼玉県では
9月30日をもって緊急事態宣言が解除さ
れました。しかし、今後、再度の感染拡
大を心配する声も多く聞かれます。
つきましては、下記の点を再度ご確認

いただき、感染拡大防止対策について、
慎重な対応にご協力いただきますよう宜
しくお願いいたします。

１ PCR検査等を受診した場合
(1)児童生徒本人や同居の家族の方
が体調不良や濃厚接触者として
特定され、PCR検査等を受診
する場合、児童生徒の登校は控
えてください。

(2)児童生徒本人や同居の家族の方
がPCR検査等を受診する時は、
学校へ速やかに連絡をお願いし
ます。事業所等の定期検査や入
院・手術前の検査等の場合、欠
席の必要はありません。

２ ご家庭での日常の健康観察
(1)毎日、朝晩に検温・健康観察を
行い、発熱、咳等の風邪症状等
がある場合は、登校せずに休養
してください。

(2)同居の家族の方に発熱、風邪症
状等がある場合も、児童生徒の
登校は控えてください。

学校でもマスクの着用、消毒の徹
底等感染拡大防止対策を徹底してま
いりますので、ご理解とご協力をお
願い致します。



3年生東部地区学力検査
2年生実力テスト実施
16日(木)は、３年生が東部地区学
力検査、２年生が実力テストを受検
しました。コロナの影響で予定の変
更等もある中、全員集中して取り組
んでいました。素晴らしいです。

２学期のスタートにあたって
9月1日(水)２学期の始業式を放送により行いました。代表の生徒たちが新学期のスタートにふさわしい素晴らしい抱負を発表し
ました。コロナの影響で授業変更等もありましたが、9月からよいスタートをきれました。

１年生代表 見﨑 琶茄波
今日から２学期が始まりました。２学期は中学校生活に慣れてきて気が緩みやすい時期だと思うので、しっ

かりと気を引き締めていきましょう。
今年の１年生の長所は元気があるところだと思います。積極的にあいさつができていたり、授業の号令も大

きな声で取り組めています。しかし、１学期ではこの元気なところが限度をこえて、教室や廊下でうるさくな
ってしまう場面がありました。２学期は元気だということろが長所になるように、一人一人がしっかりとメリ
ハリをもつよう心掛けていきましょう。また、学習面では、１学期を通して提出物がそろわなかったり、挙手
する人がいつも同じ人だったりする事の課題がありました。この課題を改善していきましょう。しかし、授業
やグループでの話し合いは積極的に意見が出ていて、とても良いと思うので、２学期も続けていきましょう。
今学期は行事が入ってきたりと１学期とは学校生活のリズムが変わることも多くなると思います。忙しく

感じることもあると思いますがそういったことも踏まえながら普段の授業や学校生活に一生懸命取り組んでい
きましょう。一人一人が自分の課題を見つけ、一生懸命頑張ることができる学年を目指していくために、一度

１学期の自分の生活を振り返って、自分の生活を見つめなおすことが大切だと思います。最高の学年に少しでも近づくために一人
一人が頑張っていきましょう。

２年生代表 小笠原 乃碧
３６日間と長い夏休みが終わり、５日間の臨時休業を経て、今日から２学期が始まりました。みなさんは、

この夏休みを一人一人が思う有意義なものにできたでしょうか。今学期、私たち２学年が目標にしていくべき
ことは、学習面に二つ、生活面に一つあります。
学習面の一つ目は、家庭学習の内容を濃くすることです。私たちは、これから受験への意識を高めていかな

くてはなりません。そこで、日々の家庭学習の中で、今日の解けなかった問題にもう一度挑戦したり、単語や
用語のミニテストをしたり、といった復習の積み重ねが、１年後は自分の味方になってくれると思います。な
ので、日頃から丁寧に、家庭学習に取り組んでいきましょう。
二つ目は、忘れ物です。１学期は、授業の準備の時や、提出物の期限を過ぎてしまうということがありまし

た。なので、２学期は１学期よりも、忘れ物を減らすため、背面黒板の見落としをなくし、生活ノートをしっ
かり確認することを改めて心がけましょう。

生活面での課題は礼儀です。私は、夏休み中に行われていた東京オリンピック、柔道に出場した大野将平選手の大会に臨む姿勢
が印象に残っています。大野選手は、試合に勝った後も大喜びすることなく、戦った相手や舞台への礼を大切にしました。二年生
は、この後、部活動の大会や様々な学校行事が予定されています。そういった行事や専門委員会で、私たちに学年が中心となる機
会が増えていきます。その中で、感謝やマナーを忘れないようにしていきましょう。そのために、日頃から授業のあいさつ、態度
を意識して生活していきましょう。

３年生代表 齋藤 凜
夏休みも終わり、最も長い２学期がスタートしました。私たち３年生にとってこの夏休みは受験に向けてじ

っくり勉強できたり、高校見学に行くことのできる大切な期間だったし、中学校生活最後の夏休みでした。２
学期は夏休みに見つけた課題や１学期の反省点を生かしていこうと思います。そして、この２学期、さらに私
たちが成長できるように二つの目標があります。
一つ目は学習面についてです。１学期に比べると部活を引退し、自分の時間が増えると思います。そこで私

たちが２学期の間でどう時間を有効に使って勉強に臨めるかが重要になってくると思います。私は夏休みに
「繰り返す」ことの大切さを学びました。間違えた問題に対して間違えた原因を考え、理解し、再び取り組む
ことにより、効率よく身につくことを実感しました。２学期ではわからない所があったら家庭学習を活用して
復習し、知識を定着させていきたいです。学習面においては学んだことを復習して身に着けることを意識して
いこうと思います。
二つ目は行事面についてです。２学期は糸中祭や修学旅行、運動会などの行事が予定されています。中学校

生活最後の行事を最高の思い出にするためには「準備」が大切だと思います。私は学級委員として学年全体が活動しやすい環境作
りを頑張りたいと思います。そして、学年全員が楽しめるような行事にするために一人一人がメリハリをつけて行動できるような
取り組みを実行していきたいです。
この二つのことを取り組んで最高の２学期にしたいです。また、１学期でよかった点は継続していきたいです。最後に３年生の

皆さん、２学期はさらによりよい学年をつくっていくために、学習、行事共にお互いを磨き合いながら一人一人が成長していけた
ら良いと思っています。３学年全体で力を合わせて心に残る最高の学期にしましょう。

生徒会代表 伊藤 和波
３６日間あった夏休みが終わり２学期がはじまりました。みなさんはどのような夏休みを過ごせたでしょう

か。宿題や部活動はもちろん、１学期の自分の学校生活を振り返り、２学期はどのように過ごそうという目標
を考えることができたでしょうか。引き続き感染症対策をしながら充実した２学期の学校生活となるよう頑張
りましょう。
２学期、３年生は受験勉強が本格的になっていきます。志望校合格に向けて、集中して取り組むとともに、

悔いのない進路選択となるようにしてほしいと思います。３年生から引き継ぐ形で、１年生、２年生が学校の
中心となっていきます。自分たちが学校の中心という気持ちで行事や部活動などに積極的に取り組みましょ
う。行事の中でも二学期はたくさんの行事が予定されています。新人戦、修学旅行、運動会、糸中祭が大きな
行事です。クラス・学年で助け合ったり、時には学校全体で協力して成功させるべき行事もあります。全員が
やって良かったと思える行事にできるようにしましょう。

１学期を振り返って課題が見つかった人も多いと思います。その課題を二学期中に改善できるように意識して生活しましょう。
そして１学期にできていたことはそのまま続け改善点が少なくなるように努力しましょう。勉強、運動、部活動や委員会にプラス
して行事で一人一人が積極的に責任ある行動をできるように全力で取り組める２学期にしましょう。

図書館おすすめの本紹介
9月のお昼の放送でおすすめした図書

館の本を紹介します。９月に紹介した本
は４冊です。ぜひ読んでみてください。
〇捨てられる食べものたち 井出留美／
旬報社 〇ひと 尾小寺史宜／祥伝社文
庫 〇医学のたまご 海堂尊／KADOK
AWA 〇親の期待に応えなくていい
鴻上尚史／小学館YouthBooks

運動会に向けて
10月16日(土)に開催予定の令和3年度
彦糸中学校運動会のスローガンが決定し
ました。スローガンは、「一致団結、絆
の強さを見せつけろ、目指せ心の金メダル」
です。コロナ禍で大変なことも多いですが、
困難に打ち勝ち、みんなにとって最高の運
動会に
なるこ
とを祈
ってい
ます。

緑のカーテンコンテスト入賞
今年の緑のカーテンはなかなかよく育ち、
社会科室前には大きなカーテンができま
した。10日(金)には大きく育ったゴーヤ
を生徒たちが収穫しました。三郷市緑の
カーテンコンテストでも入賞することが
できました。4・5組の生徒とHJRC部が
毎日、丁寧
に面倒を見
てくれたお
かげです。
ありがとう
ございまし
た。

環境整備
いよいよ秋に向けて路面に落ちる落葉樹
の葉が目立つようになってきました。校
務員さんや支援員さんに中庭の清掃や落
ち葉掃き等協力してもらい環境整備も進
んでいます。先日は学校応援団の方にも
協力いた
だき校庭
の除草作
業も行い
ました。

第53回埼葛英語弁論大会出場
17日(金）午後、八潮市八潮メセナ
で開催された第53
回埼葛英語弁論大
会に3年生の大田原
由紀さんが代表と
して出場し、素晴
らしいスピーチを
披露しました。

産業教育振興会北葛支部
発明創意くふう展

彦糸中生徒の作品が発明創意くふう
展で輝かしい成績を収めました。どの
作品も生活の中で役立つよう上手に工
夫されていてとても素晴らしいです。
入賞おめでとうございます。
優秀賞（2作品は県展に進出）
〇3年 川満 妃莉/佐藤 実優
かわいいリバーシブルレインコート

〇２年 小笠原 乃碧
簡易的１人身長測定器

優良賞３作品
〇２年 外山 心結 押すゾウ（消毒液
等を押す道具） 〇１年 有働 由菜 ラ
クラク移動カバー（車の中にハンモッ
ク状に荷物を置く道具） 〇１年 嘉山
絢音 あったか
アームカバー
（肌寒いときに
腕を守る防寒
具）




